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2022 年 関東小学生ゴルフ大会 実施
じ っ し

規定
き て い

 

 

主催：一般社団法人 関東ゴルフ連盟(ＫＧＡ) 

HP：www.kga.gr.jp 

 

※新型コロナ感染症対策のため下記事項を確認・了承のうえお申し込みください。 

◼ 感染の疑いがある方は出場をお断りします。 

◼ 入場時に検温を行い 37.5 度以上の方は出場をお断りします。 

◼ 帰国後の隔離期間中の方および感染者または感染の疑いがある方と濃厚接触があり隔離中の方は出場をお 

 断りします。 

◼ 主催者指定の「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連問診票」を大会当日必ず提出してください。 

 提出が無い場合または記載内容によっては出場をお断りします。 

◼ 競技後に新型コロナウイルス感染が判明した場合は必ず KGA に連絡してください。 

◼ 関東決勝は 9 ホール終了後の待ち時間は設けず、18 ホールスループレーを原則とします。 

◼ 関東決勝での食事は軽食を持参していただきます。 

◼ ギャラリーの入場制限およびクラブハウス内施設の利用制限がある場合があります。 

◼ 表彰式を行わない場合があります。 

 

《予選、決勝 共通》 

1. 期日および場所 

◎ 予選 

ＫＧＡが管轄
かんかつ

する、新潟県、長野県、山梨県、群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈

川県、静岡県にて予選を開催する。ただし、群馬県と新潟県、東京都と山梨県は合同での予選を開催する。 

在住
ざいじゅう

または在校
ざいこう

する都県の予選に参加すること。 

※ 出場は 1ブロックのみとし、複数ブロックへの出場は認めない。 

※ 参加方法など詳細
しょうさい

は、下記
か き

の≪予選≫を確認すること。 

 

長野ブロック  5 月 7 日（土） 信濃
し な の

ゴルフ倶楽部 

  長野県上水内郡信濃町大井高山 2433 TEL: 026-255-6700 

群馬・新潟ブロック  5 月 8 日（日） 赤城
あ か ぎ

ゴルフ倶楽部 

  群馬県渋川市赤城町南赤城山 400 TEL: 0279-56-8811 

栃木ブロック 6 月 11 日（土）  宇都宮
うつのみや

カンツリークラブ 北・中コース 

  栃木県宇都宮市上戸祭町 3100 TEL: 028-624-7221 

茨城ブロック 6 月 18 日（土）  水戸
み と

レイクスカントリークラブ 

               茨城県東茨城郡城里町春園 36  TEL: 029-288-5600 

埼玉ブロック 5 月 3 日（祝火） 日
ひ

高
だか

カントリークラブ 南・東コース 

  埼玉県日高市高萩 1203 TEL: 042-989-1311 

千葉ブロック 5 月 4 日（祝水） 一の宮
いち  みや

カントリークラブ 西コース 

  千葉県長生郡一宮町東浪見 3166 TEL: 0475-42-3711 

東京・山梨ブロック  4 月 5 日（火）  赤羽
あかばね

ゴルフ倶楽部 

    東京都北区浮間 2-18-7   TEL: 03-3966-6155 

http://www.kga.gr.jp/
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神奈川ブロック 6 月 26 日（日） 相模湖
さ が み こ

カントリークラブ 百合・藤コース 

  神奈川県相模原市緑区牧野 14342 TEL: 042-689-2931 

静岡ブロック  5 月 8 日（日）  朝霧
あさぎり

ジャンボリーゴルフクラブ 

   男子 甲斐・駿河コース  女子 駿河・富士コース 

  静岡県富士宮市猪之頭 2971 TEL: 0544-52-0246 

 

  ◎決勝 

 7 月 26 日（火） 森永
もりなが

高滝
たかたき

カントリー倶楽部 

  千葉県市原市古敷谷 1919 TEL: 0436-96-1266 

 

2. ゴルフ規則 日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則
き そ く

および本競技
ほんきょうぎ

のローカルルールを適用
てきよう

する。 

 

3. 競技委員会の裁定 

委員会はローカルルール競技の条件を修正
しゅうせい

する権限
けんげん

を有し
ゆう

、すべての事柄
ことがら

について、この

委員会の裁定
さいてい

は最終である。 

 

4. タイの決定 予選通過者にタイが生じた場合は、「マッチング・スコアカード方式」により通過者を決定

する。なお、マッチング・スコアカード方式でも決定しない場合は「当該の委員会によるく

じ引き」で決定する。 

 

5. クラブと球の規格 

(1) ストロークを行うために使うドライバーはR&Aが発行する最新の適合ドライバーヘッ

ドリストに掲載されているクラブヘッド(モデルとロフトで識別される)を持つものでな

ければならない。 

(2) ストロークを行うときに使用する球はR&Aが発行する最新の適合球リストに掲載され

ていなければならない。 

 

6. 競技終了時点  委員会の作成した成績表が KGA 公式ホームページに掲示された時点をもって終了したも

のとみなす。 

 

7. 参加資格 下記の資格を満たす者とする。 

・1 ラウンド 120 ストローク未満でプレーできること。 

・関東地区在住または在校の小学校 4、5、6年生のＪＧＡジュニア会員であること。 

(1) 関東地区とは、KGA管轄
かんかつ

の１都１０県（新潟、長野、山梨、群馬、栃木、茨城、埼玉、

千葉、東京、神奈川、静岡）をいう。 

(2) 競技委員会は大会中を含めいつでも出場にふさわしくないと判断
はんだん

した者の参加資格を

取り消すことができる。 

(3) JGAジュニア会員でない者は、先にJGAホームページにてJGAジュニア会員の申し込

みをすること。 

公益財団法人日本ゴルフ協会（JGA） http://www.jga.or.jp/ 

(4) スコアカードの記入を自分で行った経験がない者は参加できない。 
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8. 個人情報に関する同意内容 

参加希望者は、参加申込みに際し、KGA が取得する参加申込者の個人情報を次の目的の範

囲内で他に提供(公表)することについて、予め同意することを要する。 

(1) KGAが主催する競技およびゴルフスクール・小学生大会の参加資格の審査 

(2) 競技の開催および運営に関する業務。これには、①参加者に対する競技関係書類(組み

合わせ表等)の発送、②競技の開催に際し、競技関係者(報道関係者を含む)に対する参加

者の氏名、生年月日、学校名、所属(所属倶楽部)、その他選手紹介情報ならびに競技結

果の公表を含む。 

(3) 参加申込に際し、KGAが取得する参加申込者の個人情報と、その競技における結果の

記録の保存、ならびに競技終了後において必要に応じ、そのうち上記(2)②記載の公表

事項の適宜の方法による公表。 

 

9. 肖像権に関する同意内容 

参加希望者は、参加申込みに際し、主催競技およびゴルフスクール・小学生大会(競技会場

における競技に伴う前後の行事等を含む)に関して、その中継・再映・報道・広報のため、

あるいは KGAの目的に反しない範囲で利用するために、写真・テレビ・その他の各種記録

媒体による収録物、複製物あるいは編集物(適正範囲の編集に限る)にかかるプレーヤーの肖

像権(収録物等にかかるプレーヤーの氏名・肖像を展示・通信・放送・上映により一般に公

開し、あるいは貸与し、頒布するなどして他に提供する権利)を KGA に譲渡することを予

め承諾することを要する。 

 

《予選》 

1. プレーの条件  18 ホール・ストロークプレー 

 

2. キャディー  各ブロックで異なるため、出場ブロックの実施規定を確認、または問い合わせをすること。 

 

3. ブロックの選択および決定 

在住または在校の都県によって、以下のようにブロック分けをする。 

新潟県在住または在校者   群馬・新潟ブロック 

長野県在住または在校者   長野ブロック 

山梨県在住または在校者   東京・山梨ブロック 

群馬県在住または在校者  群馬・新潟ブロック 

栃木県在住または在校者   栃木ブロック 

茨城県在住または在校者   茨城ブロック 

埼玉県在住または在校者   埼玉ブロック 

千葉県在住または在校者   千葉ブロック 

東京都在住または在校者   東京・山梨ブロック 

神奈川県在住または在校者   神奈川ブロック 

静岡県在住または在校者   静岡ブロック 

(1) 複数ブロックの申し込みは認めない。 

(2) 複数ブロックへ参加申込をし、決勝出場資格を付与
ふ よ

された者は、その決勝出場資格をす

べて喪失
そうしつ

するものとし、該当
がいとう

ブロックの次位
じ い

の者を繰り上げる。 

(3) 申込締切後の参加ブロックの変更は認めない。 
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4. 通過者  全ブロック合計で最大 120 名とし、各ブロックの通過者数は、各ブロックの申込者数の比

率をもって決定する。 

各ブロックの通過人数は、5 月 25 日（水）に KGA ホームページで発表する。 

決勝への通過者が決定した後、欠場者が生じても繰り上げは行わない。 

 

 

5. 申込方法 以下の団体に問い合わせること。 

(1) 長野ブロック 長野県ゴルフ協会 TEL: 026-238-3080 

URL: http://www.naganogolf.jp/ 

E-mail: info@naganogolf.jp 

申込期間：3月1日（火）～4月15日（金） 

 

(2) 群馬・新潟ブロック 群馬県ゴルフ団体連絡協議会 TEL: 027-253-2570 

URL: http://www.golf-gunma-asc.gr.jp/ 

新潟県ゴルフ連盟 TEL: 025-244-5621 

URL: http://n-golfrenmei.com/ 

申込期間：3月22日（火）～4月15日（金） 

 

(3) 栃木ブロック 栃木県ゴルフ場協議会 TEL:028-621-0413 

URL：http://www.t-golf.jp/ 

申込期間：4月4日（月）～5月6日（金） 

 

(4) 茨城ブロック 茨城県アマチュアゴルフ連盟 TEL: 029-231-5696 

URL：http://park3.wakwak.com/~i-ama-golf/ 

申込期間：4月18日（月）～5月20日（金） 

 

(5) 埼玉ブロック 埼玉県ゴルフ協会 TEL: 048-833-3220 

URL: http://www.saitamaken-ga.jpn.org/ 

申込期間：4月1日（金）～4月15日（金） 

 

(6) 千葉ブロック 千葉県ゴルフ協会 TEL: 043-224-8382 

URL: http://www.chibaken-golf.com/ 

申込期間：3月18日（金）～4月11日（月） 

 

(7) 東京・山梨ブロック 東京都ゴルフ連盟 TEL: 03-6454-0784 

URL: https://tokyo-mga.info/ 

山梨県ゴルフ場支配人会 URL: http://www.golfy.jp/ 

TEL:0551-32-1111（北の杜カントリー倶楽部内） 

申込期間：2月14日（月）～3月4日（金） 

 

 

 

http://www.golf-gunma-asc.gr.jp/
tel:028-621-0413
tel:03-5366-0315
tel:0551-32-1111
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(8) 神奈川ブロック 神奈川県ゴルフ協会 TEL: 045-680-5621 

URL: http://www.knga.org/ 

申込期間：2月1日（火）～3月18日（金） 

 

(9) 静岡ブロック 静岡県ゴルフ連盟 TEL:054-284-9223 

URL: http://shizu-golren.jp/ 

申込期間：3月1日（火）～4月1日（金） 

 

 

 

《決勝》 

1. プレーの条件 18 ホール・ストロークプレー 

 

2. キャディー プレーヤーはラウンド中に委員会によって指定された者以外をキャディーとして使っては

ならない。 

※なお、プレー形式は共用のキャディーとなります。 

 

3. 参加資格 本年関東小学生ゴルフ大会各予選ブロック通過者 

 

4. 申込期間 5 月 30 日（月）10：00 ～ 7 月 1 日（金）17：00 までとする。 

 

5. 申込方法 KGAホームページで申し込みを受け付ける。 

本人または親権者が申し込むこと。 

申込完了と同時に KGAホームページの「ジュニア」ページの「申込者一覧」に参加者の氏

名が掲載されるので確認すること。氏名が掲載されない場合は、申し込みが完了していない

ので、再度確認して申し込むこと。 

 

6. 参加料 5,500 円（消費税含む） 

※プレー代は、大会当日に別途精算すること。 

 

7. 参加料振込 以下の指定振込口座へ、必ず選手(ジュニア)名で振り込むこと。 

 

三井住友銀行（0009） 銀座支店（026） 普通預金 8416275 

一般社団法人関東ゴルフ連盟スクール口 

(イッパンシャダンホウジンカントウゴルフレンメイ スクールグチ) 

 

(1) 参加料振込期限：7月4日（月） 

(2) 参加料振込期限までに入金が確認できない場合、参加することはできない。 

(3) 申込締切（7月1日（金）17：00）以降に参加を取消した場合、参加料は返金しない。 

(4) 振込手数料は、差し引かないこと。 

(5) 選手(ジュニア)名で振り込みが出来ない場合は、KGAまで連絡すること。 

(6) 参加料振込を確認する場合は、KGAまで問い合わせること。 

 

tel:054-284-9223
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8. 参加者決定 最終的な参加者の決定は、7 月 6 日（水）にKGAホームページの「ジュニア」ページの 

「申込者一覧」にて発表する。 

参加者には、指定練習日の約 1 週間前に当日の「参加証」となる封筒で、「組み合わせ・

注意事項・問診票」を郵送するので必ず確認すること。 

 

9. プレー代 プレー終了後、各自会場で精算すること。 

(1) 当日のプレー代は、11,000 円（消費税含む）とする。 

(2) プレー代には、キャディーフィー、カート利用料、諸経費を含む。 

(3) 指定練習日のプレー代も、同様とする。 

10. 賞 男子の部・女子の部 各第 1、2、3 位  賞品 

1 位がタイの場合、プレーオフは無く、男女とも 1、2、3 位の同位
ど う い

表 彰
ひょうしょう

とする。 

参加者全員  参加章 

 

11. 指定練習日 7 月 20 日（水）・7 月 21 日（木）・7 月 22日（金）のいずれか 1 日 

※1 指定練習日の予約は、7 月 7 日（木）10 時から受け付ける。 

※2 予約は開催倶楽部（TEL: 0436-96-1266）へ連絡し、１人 1 日までとする。 

指定練習日の詳細は、KGA ホームページまたは郵送にて別途案内する。 

 

12. 予備日 7 月 27 日（水） 

 

付記： 本大会の上位者に、9 月 19 日（祝月）芦屋カンツリー倶楽部(兵庫県)にて開催する、2022 年度 

(第 15 回)全国小学生ゴルフ大会の出場資格を付与する。 

詳細は、JGA のホームページに掲載される。 

 

13. 注意事項  (1) パッティンググリーンに著しく損傷を与えるシューズは使用禁止とすることがあり 

ます。 

(2) 悪天候、天災、新型コロナウイルス感染拡大等により、中止となった場合は予備日を

使用します。 

(3) 予備日も中止となった場合振替開催はしません。その場合は参加者へ参加料を返金し

ます。  

(4) 申込受付状況に関する情報は KGA ホームページに掲載し、逐次更新いたしますの

でご確認ください。 

(5) 球事故防止やカート事故防止など安全に配慮してください。 

(6) J アラート(全国瞬時警報システム)や緊急速報メール等により緊急情報が伝えられ

た場合はプレーの即時中断とします。落ち着いて直ちに避難してください。 


